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1. EMC 
1.1. 入力電源への突入電流による電源電圧歪 
・ スタッド溶接は、入力電源ライン上に突入電流（高調波電流）を流すため、電源電圧歪を引き起

こします。 

・ 溶接中に入力電源ライン上に発生する突入電流（高調波電流）は、入力電源周波数の2倍のサイ
クル・タイムで発生します。 

・ 個々の突入電流（高調波電流）の持続時間は、約3msです。 

・ 突入電流（高調波電流）全体の持続時間は、スタッド溶接プロセスの溶接電流時間（メイン電流

時間）に相当しますが、それは溶接電流時間の最大設定時間100msより長くなることはありませ
ん。 

・ 1,000Aの溶接電流では、最高200Aの突入電流（高調波電流）が発生します。 

・ 突入電流（高調波電流）と溶接電流は、ほぼ比例関係にあります。 
・ 入力電源ライン上の突入電流（高調波電流）による電源電圧歪は、他の電気設備においてクリッ

ク干渉（カチッと言う音）を引き起こすことがあり得ます。 
 
 
1.2. 放射干渉と回路干渉 
・ 溶接中におけるアーク放電は放射干渉を引き起こします。 

・ パルス幅変調電源（スイッチング素子によるインバータ電源）を使用しているDCEコントロー
ル・ユニットは、電磁ノイズを発生しますので、回路干渉及び放射干渉の両方を引き起こします。 

・ これらの電磁ノイズによる干渉の周波数は、メガヘルツ(MHz)の領域にまで達します。 

・ これらの電磁ノイズによる干渉は溶接中にのみ発生します。 それらの持続時間は最大 100ms
を超えることはありません。 それらは、他の電気設備においてクリック干渉（カチッと言う音）

を引き起こすことがあり得ます。 
 
 
2. 設置場所 
・ 150kg（約100kgのDCEコントロール・ユニットと約50kgのETFスタッド・フィーダの重量）の
積載能力を持った安定した平面に設置してください。 

・ DCEコントロール・ユニットは、配水管又はホースの上に設置しないでください、なぜならDCE
コントロール・ユニットは下からの防水保護構造になっていないからです（保護システムIP 23）。 
DCEコントロール・ユニットの上部と側面は、保護システムIP34に従って設計されています。 

・ DCEコントロール・ユニットの床面積は、少なくとも600 × 600 mmのスペースを必要としま
す。 

・ ETFスタッド・フィーダは、DCEコントロール・ユニット上に設置しないでください、なぜな
らユニットを取り替える場合の交換作業の妨げになるからです。 

・ ETFスタッド・フィーダの床面積は、少なくとも550 × 550 mmのスペースを必要とします。 

・ 放射干渉と電磁干渉を可能な限り低くするために、DCE コントロール・ユニットは接地された
金属グリッド又は金属プレートの上に設置してください。 さらに DCEコントロール・ユニッ
トの側面に接地された金属グリッドを配置することによって、他の作業領域から DCEコントロ
ール・ユニットを電気的に分離することを推薦します。 DCE コントロール・ユニットのハウ
ジングは接地された金属グリッド又は金属プレートに電気的に接続することができます。 
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3. 入力電源 

3.1. DCEコントロール・ユニット 

・ DCEコントロール・ユニットは、高圧トランスによって送り込まれている配電盤に接続してく
ださい。 

・ 高圧トランスによって送り込まれている配電盤にDCEコントロール・ユニットを接続するため
の入力電源ケーブルの直径は、入力電源ケーブル中に最大突入電流（高調波電流）が発生してい

る時において電圧降下が5%未満となるものを選定してください。 
・ DCEコントロール・ユニットを保護するために、下記の遅延型ヒューズが使用されています。 

 DCE1800 基本電源電圧AC400V仕様では、32A 
 DCE1800 基本電源電圧AC200V仕様では、50A 
 DCE1500 AC400V 標準（ヨーロッパ）仕様では、32A 
 DCE1500 AC400V US仕様では、30A 

・ DCEコントロール・ユニットは下記の入力電源電圧にて動作します。 許容変動率は±10%で
す。 

 DCE1800 基本電源電圧AC400V仕様では、AC400V, AC440V, AC500V 
 DCE1800 基本電源電圧AC200V仕様では、AC180V, AC200V, AC230V 
 DCE1500 AC400V標準（ヨーロッパ）及びUS仕様では、AC400V, AC440V, AC500V 

・ DCEコントロール・ユニットを入力電源に接続する時、DCEコントロール・ユニット内部の電
源ボード（フロント・ドア裏面に取り付けられた基板）の電源タップが対応する電源電圧に設定

されていることを確認する必要があります（“DCEコントロール・ユニットの取扱説明書”を参
照してください）。 

 
 
3.2. ETFスタッド・フィーダ 
・ ETFシリーズのスタッド・フィーダは、DCEコントロール・ユニットによって電源電圧が供給
されます。 

・ ETFスタッド・フィーダは、DCEコントロール・ユニット内にある下記の遅延型ヒューズによ
って保護されています。 

 DCE1800 基本電源電圧AC400V仕様及びAC200Vでは、10A 
 DCE1500 AC400V 標準（ヨーロッパ）仕様では、10A 
 DCE1500 AC400V US仕様では、8A 

・ DCEコントロール・ユニットに ETFスタッド・フィーダを接続する時、正確な電源電圧を供給
するために ETFスタッド・フィーダの入力トランスのタップが正しい電源電圧に設定されてい
ることを確認する必要があります（“ETFスタッド・フィーダの取扱説明書”を参照してくださ
い）。 
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4. 溶接回路 
・ DCEコントロール・ユニットとワーク間のワーク・ウェルド・ケーブルの接続は、できる限り
直接接続する必要があり、低い抵抗値である必要があります。 ワークからDCEコントロール・
ユニットを経由していますワーク・ウェルド・ケーブルと溶接ツールからDCEコントロール・
ユニットを経由していますウェルド・ケーブルの総合的な電圧降下が13Vを超えないようにする
必要があります。（ケーブル両端で２Ω以下） 

・ 溶接回路に使用できるケーブル断面積とケーブル長さを計算するために、ソフトウェア「Excel
ファイル」が利用可能です（サービスを通して入手可能です）。 

・ 溶接時のエネルギー損失をできる限り小さくするために、50 mm2(標準)の断面積を持つワー
ク・ウェルド・ケーブルを推薦します。（長さが１０ｍを越える場合１００ｍ㎡）

・ 溶接するシャーシ（車体）、又はワークのすぐ近くにワーク・ウェルド・ケーブル接続バー(注文
番号：M 016 424)をオプションとして設置することが可能です。 そしてそれは他の溶接シス
テム構造物に影響を与えないように電気的に絶縁する必要があります。 ワーク・ウェルド・ケ

ーブル接続バーから溶接するシャーシ（車体）、又はワークまでに接続するワーク・ウェルド・

ケーブルは、最も短い距離になるように設置する必要があります。 

・ ワークに対するワーク・ウェルド・ケーブルの接続点は、少なくとも2個、多くて4個必要です。 
そして、少なくとも100 mm2の接触面を持つ銅部品によって構成されている必要があり、スポッ

ト溶接のすぐ近くに無いようにワーク全体に分散されている必要があります。 ワークとの接触

部の必要な圧力は、スプリング力あるいはエア・シリンダによって提供される必要があります。 

ワークとの接触部として炭素ブラシを使用することは、適していません。 

・ オプションであるワーク・ウェルド・ケーブル接続バー(注文番号：M016 424)を使用する場合、
ワーク測定ケーブルを留める部品として2番目のバーがワーク・ウェルド・ケーブル接続バー(注
文番号：M016 424)上に提供されます。 ワーク・ウェルド・ケーブル接続バーから設置します
ワーク測定ケーブルは、溶接するシャーシ（車体）上のワーク・ウェルド・ケーブル接続点への

ワーク・ウェルド・ケーブルと平行に設置してください。 平行に設置されない場合、溶接プロ

セスはその再現性を失います。 

・ 溶接するシャーシ（車体）上にあるワーク・ウェルド・ケーブルの接続点及びワーク測定ケーブ

ルの接続点は、ウェルド・ケーブルによって互いに接続してください。 

・ ワーク・ウェルド・ケーブルの接続は溶接ポイントから遠く離れていても構いません。 溶接作

用による電磁気の影響がありますので、個々のワーク・ウェルド・ケーブルの接続は溶接結果を

確認しながら個々の設置状況に応じて実施してください。 

・ 可能な限り、ワイパ（線）接触は避ける必要があります。 

・ もし、システム構成により、ワイパ（線）接触が避けられない場合、200 mm2の接触部を設ける

必要があります。 

・ ワイパ（線）接触が避けられない場合、ワーク測定ケーブルはワーク・ウェルド・ケーブル接続
点を介して設置しても構いません。 しかし、ワーク測定ケーブルはワーク・ウェルド・ケーブ

ルからワークまでの間において電気的に絶縁されている必要があります。 

・ ウェルド・ケーブルの接続は、DCEコントロール・ユニットからETFスタッド・フィーダまで
接続され、それから溶接ヘッドまで接続されます。 

・ DCEコントロール・ユニットとETFスタッド・フィーダ間のウェルド・ケーブルの断面積は、
少なくとも50 mm2必要です。 そして、溶接ヘッドまでのウェルド・ケーブルの断面積は、少

なくとも35 mm2必要です。（長さが１０ｍを越える場合１００ｍ㎡） 

・ ウェルド・ケーブルの接続は、DINSEコネクタあるいはマルチ・カップリング・コネクタによ
って行われます。 

・ 安全のため、コントロール・ケーブル、測定ケーブル及びウェルド・ケーブル、そしてワーク・
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ウェルド・ケーブル及びワーク測定ケーブルの接続コネクタは、DCEコントロール・ユニット
内に位置しています（“DCEコントロール・ユニットの取扱説明書”を参照してください）。 

DCEコントロール・ユニット内では、一次側と二次側は電気的に分離されています、また同様に保
護用接地線（アース線）から分離されています。 これは他の溶接ユニットを使用して、同じワーク

上への平行した溶接操作を可能とします。 個々のDCEコントロール・ユニットには、個々の入力
電源を必要とすることに注意してください。 しかし、このことは、高周波又は高電圧を引き起こす

ユニットを利用することはできません。 
 
次のように 2つの接続コンセプトがあります： 

4.1シングル・システム・コンセプト 
4.2マルチ・システム・コンセプト 
4.2.1ワーク・ウェルド・ケーブル 
4.2.2ウェルド・ケーブル 
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4.1. シングル・システム・コンセプト 
 

ウェルド・ケーブルとワーク・ウェル

ド・ケーブル回路全体にて、溶接電流

1,800Aにおいて 13Vの電圧降下まで
が許されます！ 

測定ケーブル付き

ウェルド・ケーブル 
4m / 50 mm2

ワーク・ウェルド・

ケーブル 
8m / 50 mm2 ウェルド・ケーブル

12m / 35 + 50 mm2

ケーブル・パッケージ
8m / 35 mm2

・

 
 
 

測定ケーブル付き

ワーク・ウェルド

ケーブル 
 

ワーク・ウェルド・

ケーブル接続点 
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4.2. マルチ・システム・コンセプト 
4.2.1. ワーク・ウェルド・ケーブル 
 
 
 
 
 

ウェルド・ケーブルとワーク・ウェルド・ケーブル回路全体にて、

溶接電流 1,800Aにおいて 13Vの電圧降下までが許されます！ 

 

絶

縁

さ

れ

た

ワ

ー

ク

測

定

ケ

ー

ブ

ル 

ケ

ー

ブ

ル

接

続

バ

ー

3~10 x 50 mm2 

平行 最小 1.5mm2

12m ~ 50 m

3~5 x 50 mm2

平行 
ワ

ー

ク

測

定

ケ

ー

ブ

ル 

クランピング・フレーム

ポ

ワーク・ウェルド・

ケーブル接続点
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4.2.2. ウェルド・ケーブル 
 

・

 

測定ケーブル付き

ワーク・ウェルド

ケーブル 
 

ケーブル・パッケージ 
8m / 35 mm2
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5. 外部装置とのコントロール・ケーブルの接続 

・ 安全に関する機能のための接続、カスタマ・インターフェイスのための接続、及びスタッド・フ
ィーダのための接続用コネクタは、DCEコントロール・ユニット内部の右側面に配置されてい
ます。 

・ DCEコントロール・ユニット内部のカスタマ・インターフェイス・ボードへのDC24V電源はお
客様から供給してください。 さらに、この電源はEthernetインターフェイス（オプション）
に供給するために使用できます。 

・ カスタマ・インターフェイスは、以下の3つの異なるバージョンを利用できます。 接続は、“カ
スタマ・インターフェイス取扱説明書”を参照してください。 

 パラレル・インターフェイス：Han72Dコネクタ“X8” 
 Profibus DPインターフェイス：1方向あるいは2方向のシリアル・コネクタ 
 Interbus Sインターフェイス：1方向あるいは2方向のシリアル・コネクタ 

・ 非常停止及び一時停止のためのコネクタは、Han10Dコネクタ“X2（セーフティ・サーキット）” 
 
 
6. DCEコントロール・ユニットとのケーブルの接続 

・ DCEコントロール・ユニットとETFスタッド・フィーダ、又は5方向SD5スタッド・ディバイダ
間のAC電源を供給するための接続と、制御信号及びデータ伝達のための接続はハイブリッド・
ケーブルを利用して行われます。 それは2本のプラスチック光ファイバ・ケーブルと入力電源
電圧供給用の2本のケーブル及び入力電源回路保護線（アース線）から構成されています。 

・ ハイブリッド・ケーブルを配線する時、曲げ半径は80mm以上にしてください。 ハイブリッド・
ケーブルの最大長さは30m以下にしてください。 システムを注文する時、ケーブル長さを指定
する必要があります。 

・ ETFスタッド・フィーダとLM溶接ヘッドは、35mm2のウェルド・ケーブル及び23芯のコントロ
ール・ケーブル及び5本のエア・チューブから構成されるケーブル・パッケージにて接続されま
す。 溶接ヘッドへのスタッドの供給は、独立したフィード・チューブによって行われます。 

・ 波状のホース・パッケージは、主にロボットによるアプリケーションのために使用されます。 波
状のホースは、引っ張り軽減のために使用され、挟まれ防止接続を提供します。 

・ ケーブル・パッケージ及びフィード・チューブを設置する時、曲げ半径が150mm以下にならな
いように特に注意する必要があります。 

・ フィード・チューブの標準長は6mです。 フィード・チューブの長さは、3mから8mの間で使
用可能です。 標準長のフィード・チューブを使用しない場合、直接フィード・タイムに影響を

与え、トータルのサイクル・タイムに影響を与えます。 
・ ケーブル・パッケージのマルチ・カップリング・コネクタは、オプションのサポート・アングル

を使用して、ロボットに取り付けることができます。（注文番号：M 160 220） 

 

溶接ヘッド

への接続 
スタッド・フィーダ

への接続 

ロボットへの取り付け 
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7. ケーブルの設置 
・ ウェルド・ケーブル及びワーク・ウェルド・ケーブルは互いに隣接して設置することができます。 

・ 入力電源ケーブルとコントロール・ケーブルはそれらがお互い隔離されるように、及びウェル
ド・ケーブルとワーク・ウェルド・ケーブルから隔離されるように設置する必要があります。 

・ 共有のケーブル通路（ケーブル・ダクト）内にそれらを設置しなければならない場合、溶接回路
(ウェルド・ケーブル、ワーク・ウェルド・ケーブル)及びコントロール回路(コントロール・ケー
ブル)及び入力電源ケーブルの間に電気磁気シールドを設ける必要があります。 

・ コントロール・ケーブルとして光ファイバ・ケーブルが使用されている場合、電気磁気シールド
を設ける必要はありません。 

・ 光ファイバ・ケーブルの曲げ半径は80mm以上にしてください。 
 
 
8. 圧縮空気の供給 

・ すべてのETFスタッド・フィーダは圧縮空気接続用の1/4インチの雌ねじを備えたエア入力部（フ
ィルタ＆エア・レギュレータ）を持っています。 

・ 稼動圧縮空気圧の公称圧力は0.58Mpa（6気圧）ですが、0.38Mpa（4気圧）から0.97Mpa（10
気圧）の間で変化しても動作可能です。 

・ 圧縮空気供給ホースの直径は、スタッド送給中におけるフィード・チューブ中の圧力降下をでき
る限り小さくするために1/2インチは必要です。 

・ 圧縮空気供給ホースの終端部は、個々のスタッド・フィーダに取り付けできるようにセルフシー
ル・カップリングを装備してください。 

・ セルフシール・カップリングは生産ステーションと同様のものにしてください。 
 
 
8.1. スタッド・フィーダ用圧縮空気の必要条件 
条件： 公称圧力：0.48Mpa（5気圧） 
フィード・チューブ長： 8m 
フィード・タイム： 800ms 
スタッド形状： 5×9 – 6×20 
4.4L / スタッド送給 ヘッド動作含みます 

 
スタッド形状： F13スタッド、アース・スタッド 
7.4L / スタッド送給 ヘッド動作含みます 

 
 
8.2. スタッド溶接用シールド・ガスの必要条件 
実施例： ステンレス鋼又はアルミニウムへの溶接に使用します。 シールド・

ガス・ボックスへの距離：6m 
0.06L / 溶接 
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9. LM溶接ヘッドの設置概要 

・ 溶接ヘッドのスライド・レールが空気により制御される動作は、最前進端位置から最後退端位置

まで最大行程で50mmあります。 
 LM溶接ヘッドとワークとの最小距離：スタッド・ボルト長さ+5mmの公差 
 LM溶接ヘッドとワークとの最大距離：45mm 

・ 溶接後に溶接されたスタッド・ボルトからLM溶接ヘッドが確実に離れることを保証するために、
LM溶接ヘッドとワークとの距離が維持されていることを確認する必要があります。 

・ 接続ケーブルを設置する時、溶接ヘッドのスライド・レールの動作、及びロボットの動作範囲を

考慮する必要があります。 

・ 波状のホース・パッケージ及びフィード・チューブは産業用ロボットによって無理な力が加わら
ないように設置するように注意する必要があります。 波状のホース・パッケージ(SMB145.00)
は、サポート（注文番号：M108 991）を使用する必要があります。 

・ フィード・チューブの最少曲げ半径は、主に送給されるスタッド形状に依存しますが、フィード・
チューブの曲げ半径は３００mm以上にしてください。 

・ 圧縮空気圧力が可能な限り減少しないように、フィード・チューブを長くしたり、つりさげ部に

て断面積を減少したりしないでください。 
 
 
10. LM溶接ヘッドの取り付け 
LM溶接ヘッドは、弊社製造のガン・ブラケットあるいはお客様により個々に製造されたガン・ブラ
ケットを使用して治具に設置することができます。 

溶接ヘッドをお客様の装置に取り付けるためのガン・ブラケットの参考寸法を下記に示します。 

必ずガン・ブラケットとお客様の装置（冶具又はロボット）の間は、ベーク板などを利用して電気的

に絶縁して下さい。 又、下図“ガン・ブラケット参考図 1”及び“ガン・ブラケット参考図 2”に
示します位置に六角ナット（Ｍ６用）がありますので、ガン・ブラケット下部にスパナが入るスペー
スが必要です。ガンヘッド取り付け時の位置決め用の加工（幅80mm高さ2mm）を施してください。 
 
 

3  9  0  mm    以  上  必  要  
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また、下記の“絶縁参考例”に示すように、溶接ヘッドを取り付けるガン・ブラケットは、お客様の

装置（スタンド及びロボット）と絶縁して取り付けてください。 溶接電流が回り込み、溶接ヘッド

やロボットを破損させることがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 安全 
自動生産ラインへ統合された時、予防

ロセス中に操作されているエリアへの

EN 954-1による)A2F2P1タイプまでの

溶接スパッタが目に当たるかもしれま

生します。 
単独操作については、DCEコントロー
します。 それらは、一時停止及び非常

又はソフトウェアにより実行されます

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作成日：2005年 04月（WR-D-05012
リビジョン：Ver.1（英文取扱説明書 Installa
 
 
 

ポッ
措置なしでDCEコントロール・ユニットが操作され、溶接プ
自由な立入りを許せば、DCEコントロール・ユニットは(DIN 
危険を示すかもしれません。 
せん。 S1タイプ(DIN EN 954-1)の機械的な危険も同様に発

ル・ユニットは生産システムの安全概念への統合化を可能に

停止のような機能を持っています。 これらはハードウェア

、又は手動で実行することができます。 

） 
tion Guideline for DCE-Welding Unitsに基づきます） 
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